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投影型遠隔コミュニケーションにおける
ユーザとアバタの視点の一致
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概要：本論文では，仮想的な身体を持つアバタを投影する遠隔コミュニケーションシステム PROT AVATAR
におけるアバタ操作手法に関する実験をもとに，得られた知見について議論する．PROT AVATAR によ
るコミュニケーションでは，アバタの操作者の映像を遠隔地に投影するため，表情により感情を伝えるこ
とができる．さらに，アバタの操作者にとっては明確ではない，アバタの投影に適切な位置をシステムが
自動で計算するため，アバタの操作者は投影位置を考えることなく遠隔の環境内を指し示すことができる．
しかし，アバタの操作者が採用する視点はアバタの視点とは異なることがあるため，アバタの操作者の発
話がアバタとの対話者にとっては自然ではない場合がある．本論文では，アバタの操作手法として，自動
操作手法と半自動操作手法の 2 つの手法を設計・実装し，比較実験を行った．実験の結果，半自動操作手
法のほうが自動操作手法よりも，アバタとの対話者にとって自然な発話を引き出すことが示された．また，
実験を通して得られた遠隔コミュニケーションシステム関する知見をまとめる．
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Abstract: This paper discusses the findings of the viewpoint of an avatar-controlling user on the basis of
experimentation with an implemented telecommunication system named PROT AVATAR. Communication
using an avatar with facial expressions is useful when a user wants to express emotions. On top of this
feature, our system supports avatar movement toward nearest visible location to the target, which is not
obvious for the avatar controller. With our system, the avatar controller can easily refer to something remotely. However, sometimes, the words of an avatar controller may not be intuitive for an avatar viewer,
because the avatar controller does not necessarily share the viewpoint of the avatar. We designed automatic
and semi-automatic methods for controlling the avatar, and we conducted an experiment to compare the two
methods. The results showed that semi-automatic control brought more intuitive utterances for an avatar
viewer than fully automatic control, and they have design implications for telecommunication systems.
Keywords: telecommunication, avatar, viewpoint, demonstrative pronouns
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1. はじめに
遠隔コミュニケーションのための技術が発達し，テレビ
電話やビデオチャットを利用して離れた場所にいる相手と
対面対話を行うことができる．この場合，通常の電話では
困難な，相手の表情から感情を読みとることや，相手の様
子をうかがうことができる．一方，レーザポインタを利用
した Gesture Laser [1] や Visual SLAM を利用した遠隔ア
ノテーションシステム [2] を用いることで，遠隔から相手
の環境中の物体を指し示すことができる．たとえば，海外
の工場で機械が故障して修理が必要な場合を考える．これ
らのシステムを利用すれば，修理方法を知る社員がその場

図1

PROT AVATAR．プロジェクタ・可動する鏡・超音波変調ス
ピーカを利用した遠隔コミュニケーションシステム

Fig. 1 PROT AVATAR. Telecommunication system utilizing a
projector, an actuated mirror and an ultrasonic speaker.

にいなくても，現地に赴くことなく，修理を行うべき正確
な位置を現地社員に伝えることができる．
本論文では，上記の 2 つの特徴をあわせ持つ遠隔コミュ
ニケーションシステムとして開発した PROT AVATAR の
操作手法について議論する．PROT AVATAR は，カメラ
でキャプチャした自分の顔に，身体アニメーションを付与
して作成したアバタを投影するシステムである（図 1）
．ま

図 2 操作者自身の視点と対話者が考える操作者の視点の不一致

Fig. 2 Mismatch between viewpoints of an avatar controlling
user and an interaction partner.

た，音声は超音波変調スピーカから射出され，投影されて
いるアバタの位置から聞こえてくるように感じることがで

が用いられることがある [5]．指示語は，発話者とその発

きる [3], [4]．さらに，PROT AVATAR は，アバタとの対

話相手の位置関係や状況により解釈が決まる言葉であるた

話者（以後，単に対話者と呼ぶ）にとって好ましい位置を

め，発話者が適切な視点を採用しなければ正しい意味をな

自動的に計算する機能を備えている．これは，アバタの投

さない．

影に適切な位置はアバタの操作者（以後，単に操作者と呼

適切な投影位置を自動的に計算する PROT AVATAR の

ぶ）にとっては明確ではなく，適切ではない場所に投影し

操作手法として，自動操作と半自動操作の 2 種類の操作手

て生じる不都合や，適切な場所を手探りで探す操作者の負

法を設計し，プロトタイプを実装して比較実験を行った．

担を回避するためである．3.2 節の予備実験で示すとおり，

比較実験の結果に基づき，実空間を参照可能な遠隔コミュ

アバタがある物体を指し示す際に，対象物体から離れたと

ニケーションシステムの操作手法について議論する．本論

しても平坦で単色の背景に投影するほうが，対象物体の近

文の貢献として，まず実空間を介した遠隔コミュニケー

くの平坦で単色ではない背景に投影するよりも，対話者に

ションにおいては，単純な方法では視点の不一致が起こり

は好まれる．PROT AVATAR は，この対話者の好みを考

コミュニケーションがうまくいかないという事例を示す．

慮に入れて投影位置を決定する．

また，実験を通して得られた知見をもとに，遠隔コミュニ

しかし，本システムの利用時には，対話者にとって自然
ではない発話を操作者が行うことが起こりうる．なぜなら
ば，対話者はアバタの位置に操作者がいるものとして知覚

ケーションシステムの設計の参考となる情報を提供する．

2. 関連研究

するのに対して，操作者はアバタから見た視点で遠隔地を

これまでに，対面コミュニケーション用のアバタを用

見ているのではなく，システムに付属するカメラからの映

いる遠隔コミュニケーションシステムが作成されており，

像を見て対話するためである（図 2）．

たとえば Xbox LIVE [6] や Second Life [7] において，利

本論文では，指示語の選択を題材として，操作者のアバ

用者はソーシャルネットワーク上において自身のアバタ

タ操作インタフェースを工夫することで，操作者が採用す

を作成・操作することができる．一方，Gesture Man [8]・

る視点をアバタの視点と一致させることができることを示

Geminoid [9]・駅における実験 [10] のような，遠隔から操

す．ここで，
「採用する」という言葉を用いているが，操作

作されるロボットを用いることにより，遠隔地における方

者は必ずしも意識して発話の視点を決定するのではなく，

向を指し示したり対話相手に物理的な存在感を感じさせた

多くの場合無意識に決定する．本論文では，決定が意識的

りするといったことが行われている．また，Nakanishi ら

か無意識かにかかわらず，
「採用する」という言葉を用い

は，遠隔地にいる対話者の移動に応じて，カメラが動くこ

る．実空間上の物体を指し示すことができる状況では，効

と [11] やディスプレイが動くこと [12] によって，対話者の

率良く対話を行うため，対象物体を指定するために指示語

存在感が増すことを示した．これらの物理的な移動をとも

c 2013 Information Processing Society of Japan


1414

情報処理学会論文誌

Vol.54 No.4 1413–1421 (Apr. 2013)

なうシステムを用いた研究では，ロボットや物体の移動に
ともなって遠隔地にいる対話者が知覚する映像も変化して
いく．しかし，本研究で用いるシステムでは，アバタをプ
ロジェクタで投影することにより生じさせているため，シ
ステム自体の移動をともなわず，対話者が知覚する映像は
変わらないままで，アバタが移動するといったことが起こ
る．そのため，操作者が採用する視点に関して考慮するこ
とが必要となる．
指示語の意味は発話者の視点に大きく影響を受ける．こ
れらは psycholinguistics と呼ばれる分野で，人間がどのよ

図 3 システム構成．操作者側と対話者側のシステムはネットワー
ク接続されている．操作者と対話者は互いに対話することがで
き，操作者は遠隔地に投影されている自分のアバタを操作する
ことができる

Fig. 3 System Conﬁguration.

Both avatar controller and

うに視点を選択しているかを中心に研究されている [13]．

viewer side components are network connected. The

McNeill によると，発話者が採用する視点は Origo と呼ば

avatar controller can control the remote avatar, while

れる．Ullmer-Ehrich の実験では，発話者が自分の部屋の

both the avatar controller and viewer can talk to each

構成を説明するときに，ドアから部屋の内側に向かう視点

other.

を採用することが示された [14]．Klein の実験では，発話
者が対話相手に目的地までの道順を教える際に，その経路
にそって視点を変化させていくことが示された [15]．この

Klein の実験では，対話相手も一緒に視点を変化させてい
くことが確認されており，このとき変化していく視点のこ
とを，Klein は joint viewpoint と呼んだ．また，Imai らの
実験では，人間がロボットを持ち上げて移動させる際に，
人間がロボットの視点を採用していることが示された [16]．

Imai らは，ロボットを持ち上げて物理的に操作したことが
joint viewpoint を作り出したと結論づけている．本論文で
は，これらの視点の変化をアバタの操作者に対しても起こ
すことができることを示す．

図 4

対話者側のハードウェア

Fig. 4 Avatar controller side components.

3. PROT AVATAR
3.1 システム概要
本研究で開発した PROT AVATAR は，操作者側と対話
者側のシステムからなる（図 3）．操作者側のハードウェ
アは，制御用コンピュータとカメラ・マイク・スピーカに
よって構成されている（図 4）．アバタ操作ソフトウェア
はこの制御用コンピュータで稼働する．操作者側のシステ
ムはカメラ画像から操作者の顔を認識して切り出し，対話
者側に投影されるアバタを作成する（図 1）
．また，マイク
により操作者の音声をキャプチャし，スピーカにより対話
者の音声を出力する．一方，対話者側のハードウェアは，
制御用コンピュータと PROT・カメラ・マイクによって構
成される．PROT は，可動式の鏡を取り付けたプロジェ
クタと可動式の超音波変調スピーカからなる映像・音声の
投射システムである [3]．超音波変調スピーカは離れた位

図 5 アバタ操作ソフトウェアのスクリーンショット．アバタ操作ソ
フトウェアの画面には，対話者側の部屋の映像が表示される．
操作者は，この映像をクリックすることによりアバタを操作す
る．図中の赤丸は 3.3 節で述べる半自動操作手法においてシ
ステムが出力するものである

置を音源として音声を生成することができるスピーカであ

Fig. 5 Screenshot of avatar control software. Avatar control

り [4]，モータで可動させることにより任意の位置に音声を

software displays video image captured in the room of

投射することが可能である．この機能により，対話者にア

the avatar viewer. Avatar controller controls the avatar

バタの位置から音声が聞こえるように知覚させることがで

by clicking the video image. Red circle in the ﬁgure is

きる．カメラは対話者側の部屋を撮影するものであり，そ
の映像を操作者は図 4・図 5 のとおり画面上で見ることが

c 2013 Information Processing Society of Japan
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図 7

予備実験・本実験で用いた据え置き型ライト

Fig. 7 Desktop light used in the preliminary study and the
experiment.
表 1

アバタの見えやすさの 7 段階主観的評価

Table 1 Seven-scale subjective evaluation for visibility of
avatar.
評価者

平坦で単色

平坦で単色でない

平坦でない

A

6

3

1

B

5

2

1

C

7

6

1

D

6

3

2

E

6

2

1

平均

6.0

3.2

1.2

表 2 指し示す対象の分かりやすさの 7 段階主観的評価
図 6

予備実験の実験環境．実験参加者は PROT AVATAR により

Table 2 Seven-scale subjective evaluation for understandability of referee.

投影されたアバタを見て，
「アバタの見えやすさ」と「アバタ
の指し示す対象の分かりやすさ」を評価した

Fig. 6 Preliminary Study Setting. The participant saw the
projection of PROT AVATAR and determined how
much of the avatar the participant could see and how
well the participant could identify the location pointed
by the avatar.

評価者

平坦で単色

平坦で単色でない

平坦でない

A

7

5

1

B

3

2

1

C

6

4

1

D

7

3

2

E

5

4

1

平均

5.6

3.6

1.2

できる．また，対話者の音声をマイクでキャプチャし，操
作者側のシステムに送信して出力する．
操作者側システムからモータ制御情報が対話者側システ

アバタを投影する．図 6 中，明るく光っている場所には据
え置き型ライトを設置している．3 つの投影位置において，

ムに送られると，対話者側システムは PROT のモータを

実験条件を揃えるため，ライトの色・強さとアバタが指し

動かし，アバタ映像と音声の投射位置を変更する．また，

示す距離・方向を揃える．アバタの投影位置は，1 つ目は

同様に操作者側システムから，アバタの体部分の画像を変

白い壁の前，2 つ目はポスターの前，3 つ目は棚の前とな

化させ，指差しのジェスチャを行うことができる．本研究

るよう設定する．白い壁は平坦で単色の背景，ポスターは

では，基本的な操作の方法として，操作者が部屋の映像上

平坦だが単色でない背景，棚は平坦でない背景にそれぞれ

の物体をクリックすることによりアバタを操作することを

対応するものとして，どの場所に投影されるのを好むかを

考える．これは，操作者が物体を指し示す場合に通常先に

評価する．

意識するのは，アバタをどう移動させるかではなく，どの
物体を指し示すかであるためである．

予備実験は 5 名の評価者に対して行った．評価者は，配
置したライトの近くにアバタが移動して指差す場面を観察
し，
「アバタの見えやすさ」と「アバタの指し示す対象の

3.2 予備実験
アバタを投影する場所を検討するための予備実験を行

分かりやすさ」に関して 7 段階のリッカート尺度によって
点数を付けるというタスクをそれぞれ 3 つのライトについ

う．PROT AVATAR はアバタの投影にプロジェクタを用

て行った．表 1 に「アバタの見えやすさ」に対する点数，

いているため，投影場所がアバタの見えやすさに影響を及

表 2 に「アバタの指し示す対象の分かりやすさ」に対する

ぼす可能性があるためである．図 6 に予備実験の実験環境

点数を示す．両方の質問に対して，5 名全員が平坦で単色

を示す．図 7 に示す据え置き型ライトを対話者側の部屋に

の背景に対して最も高い評価をつけ，平坦だが単色でない

3 つ置き，それぞれのライトをすぐそばで指し示すように

背景，平坦でない背景の順で評価が低くなった．各投影位

c 2013 Information Processing Society of Japan
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図 8 アバタ操作手法．自動操作手法では，操作者が対話者の足元にあるライトをクリックす
るとアバタは移動すべき位置として計算された壁面に移動する．半自動操作手法では，
操作者が対話者の足元にあるライトをクリックするとシステムはアバタが移動すべき位
置として計算された壁面に赤丸を提示し，操作者が提示された赤丸内をさらにクリック
するとアバタはその場所に移動する．図の動作時のアバタが移動すべき位置は，平坦で
単色の背景である壁や床の領域のうち，アクチュエータの可動範囲外である床面を除き
最も近い壁面の位置が選択されている

Fig. 8 Avatar Control Methods. With automatic control, the avatar just moves toward
a location on the wall as the system calculate the location for the avatar to be
projected on when the avatar controller speciﬁes the light near the person. With
semi-automatic control, the location for the avatar to be projected on is ﬁrst
indicated by the red circle when the avatar controller speciﬁes the light near
the person, and the avatar moves after the avatar controller clicks the indicated
location. In the case of the ﬁgure, candidate area is deﬁned as the area of ﬂat
and solid background excluding the ﬂoor, which is out of actuator control. The
nearest location in the candidate area is selected as the location for the avatar
to be projected on.

置に対する点数群をフリードマン検定により比較したとこ

においても，指し示す物体の位置が与えられると，システ

ろ，有意差（p < 0.01）が認められた．評価者に対しイン

ムはアバタが移動すべき位置を以下の手順で計算する．ま

タビュしたところ，指し示す対象からアバタが離れたとし

ず，予備実験において好まれた平坦で単色の背景の領域を

ても平坦で単色の背景にアバタを投影するほうが，指し示

移動位置の候補領域とする．次に，アクチュエータの可動

す対象の近くの平坦で単色ではない背景に投影するよりも

範囲外でアバタを移動させることのできない領域を候補

好まれることが分かった．したがって，アバタの操作手法

領域から除外する．最後に，候補領域の中で，対象物体に

を設計するうえで，必ずしも物体のそばに移動すればよい

最も近い位置をアバタが移動すべき位置として求める．自

わけではなく，平坦で単色の背景に移動し，その場所から

動操作手法では，操作者が指し示したい画面上の物体をク

物体を指し示すほうがよいことが分かった．

リックすると，システムは自動的にアバタが移動すべき位
置までアバタを移動させ，操作者に少ないステップでの操

3.3 2 種類の操作手法の設計

作を提供する．半自動操作手法では，操作者が指し示した

予備実験の結果に基づき，自動操作手法と半自動操作手

い画面上の物体をクリックすると，システムはアバタが移

法の 2 種類の操作手法を設計した（図 8）．どちらの手法

動すべき位置を画面上に赤丸で提示し，操作者にアバタの
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移動の可否の選択を提供する．操作者が提示された赤丸内

ライトの色を変更する．この一連のタスクを 3 つのライト

をもう 1 度クリックするとアバタはその場所に移動する．

すべてに対して行う．タスク終了後には，実験参加者の主

どちらの手法においても，移動と同時に，アバタの指差し

観的な感想を調べるため，タスクに対するアンケートを行

の向きが対象物体に向くよう，システムはアバタの身体を

う．なお，この実験では，予備実験で議論した平坦で単色

回転させる．

の背景の範囲は，あらかじめ手動でキャリブレーションさ
れており，この平坦で単色の背景の範囲・アクチュエータ

4. 実験

の可動範囲・クリック点から，システムはオンラインでア

自動操作手法と半自動操作手法における，操作者の指示

バタの移動位置を求める．

語の利用を比較する実験を行う．指示語の利用は，発話者

日本語では，発話者の近くにあるものを示すときに「こ

が採用する視点に密接に関連しているため [16]，指示語の

れ」
，発話相手の近くにあるものを示すときに「それ」
，両

利用を計測することで発話者がどの視点を採用していたか

者から遠くにあるものを示すときに「あれ」という指示語

を測ることができる．対話者にとって自然なのは，操作者

が用いられる．図 10 は，3 つのライトに対してシステム

がアバタの視点を採用することである．本実験では，どち

が計算した投影に適切な位置である．図 10 (a)，(b)，(c)

らの手法が対話者にとって自然な指示語を用いたかを比較

はそれぞれ，対話者にとっては「これ」
・「それ」
・「あれ」

する．

を用いるのが自然と考えられる位置関係になっており，以
降それぞれを「これ」条件・
「それ」条件・
「あれ」条件と

4.1 実験手順
図 9 に，対話者側の実験環境を示す．実験参加者は，は

呼ぶ．
操作者自身の視点では，3 つのどの条件においても「こ

じめにこの部屋に案内され，実験者が自身のアバタを操作

れ」という指示語を使うのが最も自然である．なぜならば，

して行われる PROT AVATAR の紹介デモを体験する．紹

画面上のどの場所も操作者からは十分に近い位置であるた

介デモの際に，実験者からアバタを介して実験参加者へい

めである．そのため，実験参加者が「これ」という指示語を

くつかの質問をする．このことにより，実験参加者は対話

使うか，各条件に応じて対話者にとって自然な指示語を選

者として操作者との対話を体験する．その後，実験参加者

んで使うかを調べることによって，どの視点を採用してい

は別の実験者によって操作者側の部屋に案内される．

るかを解析することを意図している．具体的には，
「これ」

操作者側の部屋への案内後，実験参加者に自動・半自動

条件で「これ」という指示語を用いたかその他の指示語を

のどちらかのアバタ操作手法についての説明がなされる．

用いたか，
「あれ」条件で「あれ」という指示語を用いたか

実験参加者は対話者側の部屋に図 7 の 3 つのライトが設置

その他の指示語を用いたか，
「それ」条件で「それ」という

してある様子（図 9）を画面上で観察できるようになって
おり，操作手法の説明終了後，しばらくアバタ操作の練習
を行う．十分な練習のあと，実験者は実験参加者に，以下
の実験で行うタスクを説明する．実験で行うタスクは，
「こ
れ」
・
「それ」
・
「あれ」のいずれかの指示語を用いながら説明
を受けた手法でアバタを操作して，対話者側の部屋にいる
実験者にライトの色の変更指示を出すというものである．
対話者側の実験者は実験参加者の指示に従い，リモコンで

図 10 各条件におけるアバタと対象物体の位置．図中の青い矢印は，
アバタの位置から指し示す物体の位置まで引かれている．条
件ごとに，アバタと指し示す物体の距離・対話者と物体の距
離を変えている

Fig. 10 Avatar and target location for each condition. Blue
arrows in the ﬁgure indicate the distance and direction
from the avatar to the target object. We set up diﬀer図 9 実験における対話者側の実験環境

Fig. 9 Avatar viewer side environment in the experiment.
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指示語を用いたかその他の指示語を用いたかを調べる．

手法において，
「画面上のクリックした点は 3 つとも自分か
ら近い位置だから」といった，自分自身の視点を採用して

4.2 実験結果

いるとみられる回答をした実験参加者がいたのに対して，

日本人の 36 名を実験参加者として実験を行った．29 名

半自動操作手法において，
「アバタから近い/遠い位置だか

が男性・7 名が女性であり，年齢は 19 歳から 43 歳であっ

ら」といった，アバタの視点を採用しているとみられる回

た．36 名のうち 18 名ずつを自動操作手法・半自動操作手

答をした実験参加者がいた．今回の実験では，選択肢を提

法の 2 グループに分けて実験を行った．指示対象となるラ

示するといった統制をとった質問を行わなかったが，自動

イトや色の変更順は，学習効果による影響を抑えるために

操作手法でアバタの視点・半自動操作手法で自分の視点を

カウンターバランスをとって実験を行った．

採用したとみられる回答をした実験参加者はいなかった．

表 3 に，実験の結果として指示語の発話人数を示す．そ
れぞれの列は条件ごとに 18 名中何名がその指示語を発話

5. 考察と議論

したかを表している．影付きのセルは対話者にとって最も

実験の結果は，PROT AVATAR のような操作者が適切

自然な発話を示している．表 4 は，対話者にとって自然な

な視点を採用することが求められる遠隔コミュニケーショ

指示語を用いたかその他の指示語を用いたかの集計であり，

ンシステムにおいては，アバタ操作の完全な自動化は必ず

「それ」条件・
「あれ」条件において，自動操作手法よりも

しも適切ではないことを示している．なぜ半自動操作手法

半自動操作手法を用いた場合に，対話者にとって自然な指

において操作者がアバタの視点を採用しやすいのかについ

示語を用いた実験参加者の人数が多くなった．表 4 の「こ

ては，今後実験を重ねて明らかにしなければならない．1 つ

れ」条件・
「それ」条件・
「あれ」条件において，対話者に

の可能性は，半自動操作手法でアバタの移動位置をクリッ

とって自然な指示語を用いた人数の割合をフィッシャの正

クさせることにより，明示的にアバタの位置を意識するこ

確確率検定により比較したところ，
「それ」条件において有

とである．物理的なロボットを物理的に持ち上げて移動さ

意差（p < 0.05）
・
「あれ」条件において有意傾向（p < 0.1）

せることで，人間がロボットの視点を採用しうることが先

が見受けられた．
「これ」条件においては，統計学的差異は

行研究では示されている [16]．この結果に加えて，仮想的

見受けられなかった．この結果は，半自動操作手法を用い

な身体を持つアバタを画面のクリックにより仮想的に操作

た実験参加者のほうが対話者にとって自然な指示語を用い

することで，物理的な操作と同様に人間がアバタの視点を

ることを示している．

採用しうるという本研究の結果は，ヒューマンエージェン

タスク終了後に行ったアンケートでは，なぜその指示語
を用いたかをたずねる自由記述の質問に対して，自動操作

トインタラクションの研究を進めるきっかけとなると考え
ている．
また，本論文で示したアバタ操作手法の知見は，人間や

表 3

実験結果．影付きのセルは各条件における自然な発話を示し

自律動作するロボットやエージェントがインタラクション

ている

に関与するようなシステムの設計に活かすことができると

Table 3 Experimental result. The shaded cells indicate natural utterance for the avatar viewer.

考える．なぜならば，人間はインタラクションの相手がシ
ステムを介した人間であることや自律動作する人工物であ

「これ」条件

「それ」条件

「あれ」条件

る場合には，本研究で示した「操作者はアバタの視点を採

指示語

自動

半自動

自動

半自動

自動

半自動

これ

18

17

14

4

13

6

用する」といった期待を自然に持つためである．このよう

それ

0

1

4

11

1

2

な人間や自律動作する人工物との対話においては，注意深

あれ

0

0

0

3

4

10

く人間の特性を考慮してインタラクションをデザインする
必要がある．

表 4

対話者にとって自然な指示語を用いた人数．「それ」条件で有

操作者にとっては，半自動操作手法は自動操作手法に比

意差（p < 0.05）
・「あれ」条件で優位傾向（p < 0.1）が示さ

べて 1 クリック多く操作を必要とする手法である．しか

れた

し，半自動操作手法においても投影に適切な位置はシステ

Table 4 Counting of natural demonstrative pronouns for the
avatar viewer. Signiﬁcantly diﬀerent (p < 0.05) in

ムによって求められ，操作者は画面内のどの位置が投影に

condition “SORE” and diﬀerence trend (p < 0.1) in

適切な場所であるかを考える必要はない．そのため，手動

condition “ARE”.

でアバタを移動させて物体を指し示す操作に比べると，大

「これ」条件
指示語

自動

半自動

自然

18

その他

0

「それ」条件
自動

半自動

17

4

1

14

(n.s.)

きく手間が軽減されている．
本研究では，プロジェクタにより操作者の表情と仮想的

自動

半自動

11

4

10

7

14

8

ポインタの点で位置を指示する Gesture Laser [1] や矢印で

(p < 0.1)

位置を指示する遠隔アノテーションシステム [2] とは異な

(p < 0.05)
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り，平坦で単色の背景に投影してほしいという対話者の要

ともに，アバタを用いた遠隔コミュニケーションにおける

求を生み出していると考える．点や矢印であれば，対象物

さらなる改善と知見の獲得のための追加実験を進めていく

体の位置に情報を損なうことなく直接投影できる．しか

予定である．

し，3.2 節の予備実験で示したとおり，相手の表情を見な
がら対話できるテレビ電話やビデオチャットの特徴を保っ
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